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団体契約を通じた電話医療通訳の利⽤促進事業
電話医療通訳のご案内について
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

⽇頃は当会事業につきまして、格別のご協⼒を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、⽇本病院会では厚⽣労働省「平成 30 年度

団体契約を通じた電話医療通訳の利⽤促進事業」の実

施機関として選定されました。
本事業を推進するにあたり、⽇本病院会は⽇本エマージェンシーアシスタンス株式会社と団体契約を結
び、会員病院へ割安な電話医療通訳サービスを提供いたします。
政府は 2020 年までに 4,000 万⼈の訪⽇外国⼈旅⾏者を想定しており、今後本会の会員病院を受診する外
国⼈患者は増⼤していく⼀⽅であることが⾒込まれます。ぜひ、貴院にもこの機会をご活⽤いただき、外国
⼈患者に対する医療提供体制の整備にお役⽴ていただけますと幸いです。
詳細につきましては下記、および別紙をご確認いただき、趣旨をご理解のうえ奮ってご参加くださいます
ようお願い申しあげます。
敬具
記
１．名

称

団体契約を通じた電話医療通訳の利⽤促進事業

２．内

容

外国⼈患者、受診者およびその関係者が、医療施設において治療または検査等を受ける際
に、患者等の医療情報その他の情報を電話で通訳いたします。

３．対応⾔語

英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・タガログ語・スペイン語・ポルトガル
語・インドネシア語・イタリア語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・タイ語・マレー語

４．実施時間
５．費

⽤

24 時間/365 ⽇
10,800 円/⽉（税込）
＊１ ⽀払総額 16,200 円から⽇本病院会による補助⾦⾦額 5,400 円/⽉を引いた⾦額
＊２本事業は、今年度限りの予定です。来年度以降の事業につきましては、今年度の
事業内容により検討することとしております。

６．そ の 他

オプションサービス（EAJ ホスピタルアシスト

＊別料⾦にてご提供）

近年急増し続けている訪⽇外国⼈旅⾏者が訪⽇旅⾏中に「不慮の事故、疾病」に⾒舞われ
た場合の医療機関における受⼊れ体制の整備に係るアシスタンスをご提供いたします。
以上

2018 年 7 月より、日本病院会は

電話医療通訳サービスの提供を開始しました
会員限定価格 月額 10,800 円（税込）
月額10,800円

15か国語に
対応

*他に追加費用はかかりません

24時間

コール数、通話

365日対応

時間の制限なし

2019 年 3 月までの厚生労働省補助金期間中は、
通常 16,200 円のところを 10,800 円の会員限定価格で
ご利用いただけます
対応言語：
英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・
タガログ語・スペイン語・ポルトガル語・
インドネシア語・イタリア語・フランス語・
ドイツ語・ロシア語・タイ語・マレー語

お薦め追加オプション

通訳追加サービスのご紹介
 タブレットによるビデオ通話、機械通訳
（月額税込 43,200 円



アテンド通訳

別途初期費用あり）

（4 時間以内

税込 25,920 円～）

のご紹介

電話医療通訳だけでは足りない部分を、EAJ の医療コーディネーターが
おもてなしの心に溢れたプロフェッショナルなアシスタンスを行います。

月額 48,600 円～（税込）

（注）補助金期間中の会員特別価格

*対応言語：英語、韓国語、中国語
*詳細についてはお問い合わせください

お問い合わせ
【契約手続きについて】
日本病院会 電話医療通訳利用促進事業係
メール gakujutsu@hospital.or.jp
電話
03-5226-7789

【サービス内容について】

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
メール
電話

mj-info@emergency.co.jp
03-3811-8600
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䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥

ᇶᮏ䝥䝷䞁䛾㟁ヰ་⒪㏻ヂ䛿᭶୰䛷䛾⏝㛤ጞ䛿ྍ⬟䛷䛩䛜䚸
㈝⏝䛿㻝᭶ศ䛾㻝㻜㻘㻤㻜㻜䛜䛛䛛䜚䜎䛩䚹
㏣ຍ䜸䝥䝅䝵䞁䛾䝩䝇䝢䝍䝹䜰䝅䝇䝖䛿䚸⩣᭶㻝᪥䛛䜙䛾⏝䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䖂ᙜ䛿䚸䛣䛾⏦㎸᭩䛻グ㍕䛥䜜䜛ಶேሗ䜢ྵ䜐䛶䛾㡯䛾㐺ษ䛺⟶⌮䞉⏝䛸ಖㆤ䛻ດ䜑䚸┠ⓗ௨እ䛾⏝䛿⾜䛔䜎䛫䜣䚹

＊

